
問合せ　 中央図書館 ☎31・3131、向山図書館 ☎62・2944、

大清水図書館 ☎39・5900

休館日　 月曜日、第４金曜日

「　　　　」＆

さくらピア＆

公共施設で開催するイベントを紹介します。

スタッフの
おすすめ本

ハッピーハロウィン!ハッピーブック!

ハロウィンに関する本の紹介や、子ども向け

クイズを楽しめます。

と　き 10/31㈯まで

ところ 中央図書館

問合せ 中央図書館

図書館のライン公式アカウントと友だちになろう

図書館のライン公式アカウントでは、開催中の展示やイベント情報、

中央図書館の学習室の混雑状況などを配信しています。また、本の検索

や予約ができるほか、開館情報なども確認できます。

10
月

人間のパパとキツネのママ

と3人の子どもがいる信田

家。おじいちゃんキツネに

ついて来た小さな竜によっ

て大騒ぎが巻き起こりま

す。ハラハラする一方で温

かい家族の絆を感じられる

不思議な物語です。

『シノダ! チビ竜と魔法の実』
著者：富安 陽子

偕成社 2003.7

豊橋南高校写真部 

写真展 in 中央図書館

写真甲子園の受賞作品など、高校生の作品約40

点を展示します。

と　き 10/24㈯～12/27㈰

中央図書館
木戸脇 克

友だちに追加して
図書館を便利に活用しよう!

アカウント名
豊橋市図書館
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問合せ　☎51・2882　　休館日　月曜日

問合せ　二川宿本陣資料館 ☎41・8580、

　　　　駒屋 ☎41・6065

休館日　月曜日

街の移ろい 地図と絵はがきにみる 

豊橋の明治・大正・昭和

昔の地図や絵はがきから、豊橋の

街並みの移り変わりを紹介します。

と　き 10/3㈯～11/15㈰

ギャラリートーク

と　き 10/11㈰、10/31㈯14:00

講　師 当館学芸員

［共通事項］

ところ 二川宿本陣資料館

問合せ 二川宿本陣資料館

駒屋ハロウィン 

仮装であそびん!

ハロウィンの工作や、ビンゴ大

会などを楽しめます。

と　き 1 0 / 2 5 ㈰ 1 0 : 0 0 ～

15:00

その他 仮装して来場した方に

プレゼントあり

問合せ 駒屋

和創作 季節の布遊び 

帯地で作る文庫箱

好きな帯地を張り、文庫本を収納できる木箱を

作ります。

と　き 10/21㈬13:00～

16:00

ところ 駒屋

定　員 10人（申込順）

料　金 3,800円

申込み 10/8㈬10:00から

電話で駒屋

手塚治虫「ジャングル大帝」  
Ⓒ手塚プロダクション

コレクション展 美術資料 コミック・エイジ

1950年代以降の個性的な世界観を持つ絵画約20点を展

示します。

と　き 11/8㈰まで

手塚治虫展 

ミニコンサートとアニメ上映

アニメ主題歌の演奏のほか、映画「ジャングル大帝」を上映します。

と　き 11/22㈰14:00～15:30

ところ 公会堂

出　演 豊橋交響楽団メンバー

定　員 200人（申込順）

申込み 10/6 ㈫9:00から電話で美術博物館※美術博物館ホームページからも申

し込み可

コレクション展 歴史資料 

吉田藩士の書画コレクション

藩士・柴田善伸が収集した渡辺崋

山の書など約20点を展示します。

と　き 11/8㈰まで

コレクション展 陶磁資料 

酒器いろいろ

杯
さかずき

や徳利など約30点を展示し

ます。

と　き 11/8㈰まで
芥川紗織

「天を突き上げるククノチ」
1955年

札木町通りの絵はがき（大正後期）

一家団
だんらん

欒

芥川紗織は神話や民話を染色で表現した作家で

す。本作に描かれた、日本神話に登場する木の神

様ククノチの全身にみなぎるエネルギーの表現や、

笑いを誘うような動きのある描写は、当時普及し

始めたマンガの表現に通じるものがあります。

学芸員の作品紹介

商家「駒屋」5周年特別企画展 

AI WORLD 新たなる挑戦

デザイン書道家・鈴木愛さんの新

作などを展示します。

と　き 10/24㈯～11/29㈰

問合せ 駒屋
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問合せ　☎21・5525

休館日　  水曜日

子育てプラザ（0～3歳児）の情報は今号30
ページの「パパママ」に掲載しています。

ここにこハロウィン

お化けを題材にした展示や記

念撮影などを楽しめます。

と　き 10/24㈯～10/30㈮ 

9:30～17:00

その他 10/25㈰は先着50人に

プレゼント（菓子）あり

おかしなバッグを作ろう!

いろいろな菓子を組み合わせ

て、バッグを作ります。

と　き 1 0 / 1 0 ㈯ 、1 0 / 1 1 ㈰

10:00、13:30

定　員 各6人（先着順）

料　金 各600円

めざせ!お花マイスター!  

パンジー・ビオラ

パンジーとビオラの特徴や違い

などをクイズ形式で学びます。

と　き 11/7㈯10:30、11:00

対　象 小学生以上と保護者

定　員 各10組（申込順）

申込み 10/19㈪から電話で、

こども未 来 館（ ☎ 2 1・

5527）

地下資源館40周年 

プレイバック1980-2020

開館から現在までの写真や

科学展示などを紹介します。

と　き 1 0 / 3 1 ㈯ ～ 来 年

3/21㈰

星を見る会

ブルームーンや惑星、秋の星空を観察します。

と　き 10/31㈯17:00～18:00（天候不順の

場合は中止）

対　象 どなたでも（中学生以下は保護者

同伴）

定　員 20人（申込順）

申込み 10/10㈯からホームページで必要事

項を入力

アストロサイエンスクラブ

星やブラックホールについて学びます。

と　き 11/8、11/22、12/6、来年1/10の

日曜日（全4回）13:30～14:30

対　象 小学4年～中学生

定　員 10人（申込順）

料　金 3,000円

申込み 10/10㈯からホームページで必

要事項を入力

パティシエになろう! 

モンブランを作ろう

と き 11/7㈰13:30～15:30
講 師 マッターホーン

体 

験  

１

和菓子職人になろう! 

じゃがバターまんじゅうを作ろう

と き 11/14㈯13:30～15:00
講 師 ㈱お亀堂

体 

験  

２

体験

プログラム

その他：各種プログラムなど詳細

はホームページ参照　申込み：

10/16㈮～10/31㈯にホーム

ページで必要事項を入力

地下資源館40周年 

人類が初めて見たブラックホールの姿

史上初となったブラックホールの撮影秘話

などを紹介します。

と　き 11/22㈰14:00～15:00

対　象 小学4年～中学生と保護者

講　師 本 間 希 樹さん（ 国 立 天 文 台 水 沢

VLBI観測所所長）

定　員 40組（申込順）

申込み 10/10㈯からホームページで必要

事項を入力

サイエンス講演会 

電気と磁石のふしぎ

リニアモーターカーの仕組みを再現し

て、超電導などを紹介します。

と　き 11/29㈰11:00～12:00

講　師 出口和彦さん（名古屋大学大

学院理学研究科）

定　員 20人（申込順）

申込み 10/10㈯からホームページで

必要事項を入力

問合せ　視聴覚教育センター ☎41・3330　休館日　月曜日

EHT collaboration
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問合せ　☎61・3136

1㈭

2㈮  

3㈯

4㈰

5㈪

6㈫

7㈬

8㈭

9㈮

10㈯

11㈰  

12㈪  

13㈫  

14㈬  

15㈭  

16㈮  

17㈯  

18㈰  

19㈪

20㈫  

21㈬

22㈭  

23㈮  

24㈯  

25㈰  

26㈪  

27㈫   

28㈬   

29㈭

30㈮

31㈯

10月

取手（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

小田原
（ＦⅠ）

防府記念（GⅢ）

函館
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（GⅢ）
ナイター

前橋
寬仁親王牌

（GⅠ）

青森
（ＦⅠ）

弥彦
（ＦⅠ）

富山
（ＦⅠ）

高松
（ＦⅠ）

大垣
（ＦⅠ）

熊本記念
in久留米
（GⅢ）

富山
（ＦⅠ）

京王閣記念
（GⅢ）

立川
関東カップ

（ＦⅠ）

和歌山
（ＦⅠ）

久留米
（ＦⅠ）
ナイター

青森
（ＦⅡ）
ナイター

四日市
（ＦⅠ）
ナイター

松戸
（ＦⅠ）
ナイター

佐世保（ＦⅠ）ナイター

満天☆青空BBQ  

地元産のあいち鴨で絶品アウトドア料理

と　き 11/29㈰9:30～14:00

ところ 野外教育センター

対　象 小学3年～中学生と保護者

講　師 ㈲鳥市精肉店

定　員 10家族（申込順）

料　金 大人2,000円、中学生以下

1,000円

リラックス体操教室

ストレッチポールを使った筋肉のほぐし

方を学びます。

と　き 11/10、11/17、12/8、12/22、

来年1/5、1/19の火曜日（全

6回）10:00～11:00

対　象 障害者手帳所持者（重度障害者

は介護者同伴）と家族、友人

講　師 鈴木見和子さん（柔道整復師）

定　員 7人（申込順）

その他 手話通訳・要約筆記などあり

申込み 10/1㈭9:00から、さくらピア

地元選手紹介 

114期 吉田夢姫選手

高校生の時に自転車競技を始めた吉

田選手。3年生のインターハイでは、ス

クラッチレースで2位になるなど好成

績を収め、競輪選手を目指すようにな

りました。「頑張った分だけ成果が返っ

てくるのが競輪の魅力です。」と語る吉

田選手の今後の活躍に、ご期待くだ

さい。

早朝前売 7:30    開門予定  10:00

寄せ植え講座

と　き 11/5㈭13:30～14:30

講　師 マルシェ&カフェはなやさい

定　員 20人（申込順）

料　金 1,500円

その他 手話通訳・要約筆記などあり

申込み 10/1㈭9:00から、さくらピア

トワイライトライブ

中国伝統の擦弦楽器「二胡」を

使った演奏会です。

と　き 1 0 / 2 5 ㈰ 1 5 : 0 0 ～

16:30

出　演 中村ゆみこさん（胡之

音会）ほか

自然溢
あふ

れるサイクリングロードで 

サイクリング体験

と　き 11/21㈯9:30～12:00

対　象 小学4年～中学生

講　師 カントリーモーニング

定　員 10人（申込順）

料　金 500円

シェアリング 

ネイチャーウェルネス

森の生物や植物などに触れて、自

然の不思議や仕組みを学びます。

と　き 11/22㈰9:30～12:00

対　象 16歳以上の方

講　師 とよはしネイチャーゲー

ムの会

定　員 20人（申込順）

料　金 500円

問合せ　☎53・3153　  53・3200　  32402

休館日　月曜日

問合せ　☎21・2301　 　9815　休館日　月曜日

申込み　10/1㈭～10/15㈭に電話で少年自然の家
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